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※CXシリーズの納期は、MXシリーズとは異なります。
納期については時期やお届け先により異なります
のでお問い合わせください。

洗面ドレッシングCXシリーズ

スタイリッシュな
洗面カウンター奥行き530mmに加え、
LED照明採用のミラーキャビネットが登場。

洗面ボール一体型カウンター（幅750mm／900mm用）

■オプション（別売品）
壁給水用アングル止水栓（2 個入り）
壁給水用アングル止水栓（寒冷地用・水抜きあり2 個入り）
床給水用ストレート止水栓（2 個入り）
床給水用ストレート止水栓（寒冷地用・2 個入り）
樹脂製ジャバラ付 Sトラップ
樹脂製 Pトラップ（壁排水用）

GYGL803A
GYGL803AA7
GYGL803S
GYGL803S7
GYGL906S
GYGL901PK

★
★
★
★
★
★

5,060円
5,060円
5,060円
5,060円
1,760円
3,080円

（税抜4,600円）
（税抜4,600円）
（税抜4,600円）
（税抜4,600円）
（税抜1,600円）
（税抜2,800円）

＋3,630円 （税抜＋3,300円）
ソフトオーク柄TV

扉柄

ホワイトHW

※扉柄選択の際は本体キャビネットの品番中の 内に扉柄番号を入れてご注文ください。

（幅600・750・900共通）

ソフトウォールナット柄TT

水 栓 使い勝手で選べる 2 タイプ。片手で湯温・湯量が調節できます。

吐水口のレバーで
切り替えができます。

整水タイプ
マルチシングルレバー洗面
GYGQC01MJ

混合水栓（幅600mm／750mm／900mm用）

マルチシングルレバーシャワー（オプション）
GYGQC01JJ 
+5,940円（税抜＋5,400円）

■マルチシングルレバー洗面（標準仕様） ■マルチシングルレバーシャワー（オプション）
シャワー 泡沫整水

吐水口部分が引き出せ、
花瓶の水入れに便利。 ※寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。

※寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。

ミラーがくもりにくい「くもりシャット！」。
（幅750mm／900mm用）

吸水コーティングのくもりにくい加工済み。お風呂上がり
も、くもりにくい。（3面鏡のセンターミラー部のみ）
風呂場から急激に大量の水蒸気がくると、くもる場合があります。

ヒーターを使わないから、 電気代ゼロ！ 消し忘れの心配なし

家電もしまえる「すっきり家電収納」。

（幅600mm用は右の収納部に1個）

お湯のムダづかいを抑える

左右の収納部に1つずつ
コンセントを設置。電動歯
ブラシやシェーバーなどを
充電しながら収納でき
ます。

エコカチット水栓（オプション）（幅600mm／750mm／900mm用）

従来のような、水を出していると思ったらお湯が出てきてムダに光熱費を使うなどの失敗
を防ぎます。また、出しすぎを抑えて節水できます。
お湯と水との
境目をクリック感で
お知らせ。

お湯の出しすぎも防止。
開閉ハンドルに
クリック感を

設定。
【条件】給水圧：0.1MPa、給湯圧：0.1MPaレバー中央（水）位置での値

湯

湯水混合

水

カチッ

止水時

流量約70%

流量100%

（全開）

カチッ
湯

湯水混合

水

カチッ

止水時

流量約70%

流量100%

（全開）

カチッ

マルチシングルレバー洗面
GYGQC01MJE
+2,970円

（税抜＋2,700円）

マルチシングルレバーシャワー
GYGQC01JJE 
+9,020円

（税抜＋8,200円）

エコカチット水栓 エコカチット水栓

節湯
C1

節湯
C1

エコカチット水栓

一部分のみ
くもりにくい従来品
（くもり止めヒーター付き）

CX
DRESSING

３度の傾斜でおそうじ
性に配慮。

水栓まわり

石けんやスポンジなどの濡れた物や液ダレしやすい物がしっ
かり置ける余裕のスペース。

❶ウエットエリア

ブラシやドライヤーなど仮置きに最適なスペース。
❷ドライエリア

当社従来品からプラス
１５ｍｍ深くし、さらに使
いやすさに配慮。

（ボール深さ165mm）

ボール深さ

奥 行き５３０ｍｍで
お子さまも手が届き
やすい設計です。

カウンター
奥行き

3°

ウェットエリア

3°

ウェットエリア

●❶

●❷

●❷

デザインを一新。
さらに使いやすく、水じまいにも配慮。

＋3,630円 （税抜＋3,300円）

3°

ウェットエリア

L E D 仕様
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本体キャビネット900（引出し）

マルチシングルレバ－洗面混合水栓

LED照明3面鏡（ミドルパネル/くもりシャット付）

ＧＹＧＱＣ90D5ＨＭ HW

ＧＹＧＱＣ０１ＭＪ

ＧＹＧＱＣ090DSCAT

（税抜112,400円）

（税抜31,700円）

（税抜86,200円）

幅900mm　引出しタイプ
123,640円

34,870円

94,820円

組合せ希望小売価格 253,330円（税抜230,300円）

扉柄/ホワイト

GYGQC60D6KM HW

ＧＹＧＱＣ０１ＭＪ

ＧＹＧＱC060DNTAT

本体キャビネット600（両開き）

マルチシングルレバ－洗面混合水栓

LED照明2面鏡（くもりシャットなし）

（税抜87,300円）

（税抜31,700円）

（税抜72,100円）

幅600mm　両開きタイプ
96,030円

34,870円

★79,310円

組合せ希望小売価格 ★210,210円（税抜191,100円）

扉柄/ホワイト

■仕様（幅 750mm ／ 900mm）

ＧＹＧＱＣ７５D5KM HW
ＧＹＧＱＣ０１ＭＪ
ＧＹＧＱＣ0７５DSCAT

本体キャビネット750（両開き）
マルチシングルレバ－洗面混合水栓
LED照明3面鏡（ミドルパネル/くもりシャット付）

（税抜96,000円）
（税抜31,700円）
（税抜80,800円）

幅750mm　両開きタイプ
105,600円
34,870円
88,880円

組合せ希望小売価格 229,350円（税抜208,500円）

扉柄/ホワイト

組合せ希望小売価格

本体キャビネット750（引出し）
マルチシングルレバ－洗面混合水栓
LED照明3面鏡（ミドルパネル/くもりシャット付）

ＧＹＧＱＣ７５D5HM HW
ＧＹＧＱＣ０１ＭＪ
ＧＹＧＱＣ0７５DSCAT

（税抜104,800円）
（税抜 31,700円）
（税抜 80,800円）

幅750mm　引出しタイプ
115,280円
34,870円
88,880円

239,030円（税抜217,300円）

扉柄/ホワイト カウンター奥行き530mm

カウンター奥行き530mm カウンター奥行き550mm

カウンター奥行き530mm

3
面
鏡

本体 合成樹脂製
照明（消費電力） LED（11.2W）
コンセント 3 個（うち収納内 : 2 個）（合計 1400W まで）
電源コード AC100V横型プラグ付電源コード（直結配線可能）
スイッチ 照明スイッチ 1 個
くもり止め仕様 センターミラー部「くもりシャット！」
ミラーサイズ（幅 750mm） センター：330×672mm、サイド：193×672mm
ミラーサイズ（幅 900mm） センター：397×672mm、サイド：235×672mm
その他 可変トレイ : 5 個、クレンジングトレイ : 1 個

本
体
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

キャビネット仕様 両開きタイプ（幅 750mm）・引出しタイプ（幅 750mm ／ 900mm）
カウンター洗面ボール
一体型

ポリエステル系人造大理石（ホワイト）容量 12L
ボール深さ :165mm

扉 標準扉：化粧パーチクルボード
木目柄：樹脂化粧パーチクルボード

取っ手 ハンドル取っ手
本体 木製（化粧パーチクルボード・化粧 MDF）

水栓 マルチシングルレバー洗面混合水栓
マルチシングルレバーシャワー混合水栓（オプション）

排水装置 ポップアップ式（着脱式ヘアキャッチャー付き）
排水管 樹脂製直管 S トラップ（封臭栓付）
止水栓 ストレート止水栓、アングル止水栓（オプション）

２
面
鏡

本体 合成樹脂製
照明（消費電力）LED（9.5W）
コンセント 2個（うち収納内1個）（合計1200Wまで）
電源コード AC100V横型プラグ付電源コード（直結配線可能）
スイッチ 照明スイッチ1個

くもり止め仕様 なし
ミラーサイズ 左：382mm×683mm、右：199mm×683mm

その他 可変トレイ：3個、クレンジングトレイ：1個

本
体
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

キャビネット仕様 両開きタイプ

カウンター ポリエステル系人造大理石（ホワイト色）、
容量：9L、ボール深さ163mm

扉 標準扉：化粧パーチクルボード
木目柄：樹脂化粧パーチクルボード  

取っ手  ハンドル取っ手
本体  木製（化粧パーチクルボード・化粧 MDF）

水栓 マルチシングルレバー洗面混合水栓
マルチシングルレバーシャワー混合水栓（オプション）

排水装置 ポップアップ式（着脱式ヘアキャッチャー付き）
排水管 樹脂製直管Sトラップ（封臭栓付）
止水栓 ストレート止水栓、アングル止水栓（オプション）

■ 仕様（幅600mm）

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。


